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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第2四半期 3,183 ― 440 ― 460 ― 252 ―
20年3月期第2四半期 3,250 △2.8 419 △16.8 437 △15.4 223 △14.6

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益
円 銭 円 銭

21年3月期第2四半期 43.21 ―
20年3月期第2四半期 38.21 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第2四半期 9,677 8,075 83.5 1,383.08
20年3月期 9,851 8,128 82.5 1,392.06

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  8,075百万円 20年3月期  8,128百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 50.00 50.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 30.00 30.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 6,800 4.1 980 6.9 1,015 7.3 565 11.3 96.86

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表】４．その他をご覧下さい。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
(1)平成20年４月28日発表の連結業績予想の修正をしております。 
(2)本資料に記載されている業績予想は、現時点における入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不安定な要素を含んでおります。実際の業績等は今後
発生する様々な要因により異なる結果になる可能性があります。 
(3)当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  5,840,000株 20年3月期  5,840,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  1,050株 20年3月期  1,050株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  5,838,950株 20年3月期第2四半期  5,838,990株
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【定性的情報・財務諸表等】 

 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間における我が国経済は、サブプライムローン問題に端を発した金融市場の

混乱に伴う米国経済の低迷、素材価格の高騰等により物価上昇等の影響を受け、個人消費の低迷、

設備投資及び企業収益の減少等により、国内景気は減速感を強めながら推移いたしました。 

   このような中、当社では清掃、洗浄機器の入門機としての新商品（バリューシリーズ）を中心に

11 機種を市場に投入するとともに、全国各地における代理店に商品勉強会を実施する等の営業展

開を図ってまいりました。 

   この結果、当第２四半期累計期間の連結売上高は 3,183 百万円、営業利益は 440 百万円、経常利

益は 460 百万円となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（１） 資産負債の増減 

 当第２四半期末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ 174 百万円減少し、9,677 百万円

となりました。減少の主な要因は、売上債権が 132 百万円、減価償却費計上等により有形固定資産

が 41 百万円減少したこと等によるものであります。 

 負債合計は、前連結会計年度末に比べ 121 百万円減少し、1,601 百万円となりました。減少の主

な要因は、仕入債務が 83 百万円、短期借入金が 80 百万円減少したこと等によるものであります。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ 52 百万円減少し、8,075 百万円となりました。 

これらの結果、自己資本比率は、前連結会計年度末より 1ポイント上昇し、83.5％となりました。 

 

（２） キャッシュ・フローについて 

 当第２四半期末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、29 百万円減少し、

1,853 百万円となりました。 

 営業活動の結果得られた資金は、339 百万円となりました。収入の主な要因は、税金等調整前四

半期純利益 460 百万円、売上債権の減少 132 百万円であり、支出の主な要因は、仕入債務の減少

83 百万円、法人税等の支払 169 百万円であります。 

 投資活動の結果得られた資金は、0百万円となりました。 

 財務活動の結果使用した資金は、369 百万円となりました。これは、短期借入金の返済及び配当

金の支払いによるものであります。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 当第２四半期累計期間の業績につきましては、当初計画を下回る水準で推移しており、下期に

おいても引き続き厳しい経営環境が予想されます。 

 このような状況の中、当社グループでは上期に市場投入した 11 機種以外にも引き続き新商品

の投入をしてまいります。価格に敏感な顧客層を意識して開発した戦略的な新商品（バリューシ

リーズ）は、これまで当社グループが価格面で対応しきれなかった顧客層を対象としており、代
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理店からの新規引合いや他社商品からの買換え等、新規顧客の開拓に繋がっていくものと予想し

ておりますが、国内景気の減速により当社の主要顧客である製造業等の設備投資意欲は減退する

ものと見込まれ上期の業績の遅れを取戻すのは厳しい環境であります。従って、連結予想売上高

を 493 百万円引き下げ、6,800 百万円を見込んでおります。それに伴い営業利益、経常利益、当

期純利益についても減額の予想としております。 

なお、平成 20 年４月 28 日公表時の連結業績予想との差異は以下の通りです。 

（通期）                           

 
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

１株当たり

当期純利益

前回発表予想（Ａ） 7,293 百万円 1,027 百万円 1,047 百万円 577百万円 98 円 84 銭

今回修正予想（Ｂ） 6,800 百万円 980 百万円 1,015 百万円 565百万円 96 円 86 銭

増減額（Ｂ－Ａ）  △493 百万円  △47 百万円   △32 百万円 △12百万円 － 

増減率    △6.8％    △4.6％    △3.1％  △2.1％ － 

この業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値については今後

様々な要因により、予想数値と異なる可能性があります。 

 

４．その他 

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更に伴う特定子会社の異動） 

該当事項はありません。 

 

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

 

(３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第 12 号)及び「四

半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 14 号)を適用しておりま

す。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

②通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、移動平均法による原価法によって

おりましたが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計

基準第９号 平成 18 年７月５日)が適用されたことに伴い、移動平均法による原価法(貸借対照

表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)により算定しております。なお、こ

の変更による損益への影響はありません。 

3

蔵王産業（株）（9986）　平成21年3月期第2四半期決算短信



5. 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日）

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日）

資産の部

流動資産

 現金及び預金 1,552,631 1,582,863

受取手形及び売掛金 1,609,021 1,741,819

有価証券 300,846 300,286

商品 811,970 774,044

その他 131,154 124,881

貸倒引当金 △ 1,464 △ 1,394

流動資産合計 4,404,160 4,522,500

固定資産

 有形固定資産

建物及び構築物 1,391,043 1,428,039

土地 3,270,925 3,270,925

その他 42,793 47,289

有形固定資産合計 4,704,761 4,746,253

 無形固定資産

のれん 51,179 61,414

その他 14,261 13,421

無形固定資産合計 65,440 74,836

 投資その他の資産

投資有価証券 202,200 202,200

繰延税金資産 191,127 188,614

その他 112,278 119,885

貸倒引当金 △ 2,793 △ 2,738

投資その他の資産合計 502,813 507,961

 固定資産合計 5,273,015 5,329,051

 資産合計 9,677,175 9,851,552
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(単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日）

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日）

負債の部

流動負債

 支払手形及び買掛金 263,787 347,446

短期借入金 ─ 80,000

未払法人税等 228,651 184,354

賞与引当金 107,284 119,200

商品保証引当金 15,300 15,800

その他 268,534 272,019

流動負債合計 883,558 1,018,820

固定負債

退職給付引当金 290,032 285,869

役員退職慰労引当金 166,298 160,748

再評価に係る繰延税金負債 234,216 234,216

その他 27,340 23,753

固定負債合計 717,887 704,587

負債合計 1,601,445 1,723,407

純資産の部

株主資本

資本金 1,797,681 1,797,681

資本剰余金 2,122,148 2,122,148

利益剰余金 6,401,216 6,440,850

自己株式 △ 964 △ 964

株主資本合計 10,320,080 10,359,715

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益 △ 20,536 △ 7,755

土地再評価差額金 △ 2,223,814 △ 2,223,814

評価・換算差額等合計 △ 2,244,350 △ 2,231,570

純資産合計 8,075,729 8,128,144

負債・純資産合計 9,677,175 9,851,552
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(2) 【四半期連結損益計算書】

 【第２四半期連結累計期間】

(単位：千円）

当第２四半期連結累計期間

 (自 平成20年４月 １日  

 至  平成20年９月 30日）

売上高 3,183,942

売上原価 1,430,276

 売上総利益 1,753,665

販売費及び一般管理費 1,312,927

営業利益 440,738

営業外収益

 受取利息 1,516

 不動産賃貸料 9,793

 その他 8,402

営業外収益合計 19,712

営業外費用

 支払利息 95

 その他 154

営業外費用合計 249

経常利益 460,201

特別損失

 有形固定資産除却損 45

税金等調整前四半期純利益 460,156

法人税、住民税及び事業税 213,000

法人税等調整額 △ 5,157

法人税等合計 207,842

四半期純利益 252,313
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円）

当第２四半期連結累計期間

（自 平成20年４月１日

至 平成20年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 460,156

減価償却費 45,777

のれん償却額 10,235

賞与引当金の減少額 △ 11,915

退職給付引当金の増加額 4,163

役員退職慰労引当金の増加額 5,550

商品保証引当金の減少額 △ 500

貸倒引当金の増加額 124

受取利息及び受取配当金 △ 3,215

支払利息 190

有形固定資産除却損 45

売上債権の減少額 132,753

たな卸資産の増加額 △ 38,584

その他流動資産の減少額 4,109

仕入債務の減少額 △ 83,658

未払金の増加額 1,617

未払費用の減少額 △ 7,144

その他流動負債の減少額 △ 18,650

その他固定負債の増加額 4,160

 小計 505,214

利息及び配当金の受取額 3,215

利息の支払額 △ 95

法人税等の支払額 △ 169,284

 営業活動によるキャッシュ・フロー 339,050

投資活動によるキャッシュ・フロー

従業員貸付金の増加額 △ 1,900

従業員貸付金の減少額 9,923

有形固定資産の取得による支出 △ 2,999

その他投資の取得による支出 △ 4,861

その他投資の売却による収入 461

 投資活動によるキャッシュ・フロー 623

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出 △ 80,000

親会社による配当金の支払額 △ 289,346

 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 369,346

現金及び現金同等物に係る換算差額 ─

現金及び現金同等物の減少額 △ 29,671

現金及び現金同等物の期首残高 1,882,749

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,853,078
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 平成19年３月14日)及

び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号 平成19年３月14日)を

適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

  

当第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日 至平成20年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める環境クリーニング機器事業の割合  

が90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

 【所在地別セグメント情報】 

当第２四半期連結累計期間 (自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

【海外売上高】 

当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載は省略しております。 

  

当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

該当事項はありません。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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 前年同四半期に係る財務諸表 

「参考資料」

 （１）中間連結損益計算書
（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日）

Ⅰ 売上高 3,250,293

Ⅱ 売上原価 1,537,158

   売上総利益 1,713,135

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,294,016

 営業利益 419,118

Ⅳ 営業外収益

受取利息 580

 不動産賃貸料 10,575

為替差益 4,401

その他 3,359 18,917

Ⅴ 営業外費用

支払利息 504

雑損失 41 546

経常利益 437,489

Ⅵ 特別利益

貸倒引当金戻入益 171

固定資産売却益 190 361

Ⅶ 特別損失

固定資産除却損 250 250

 税金等調整前中間純利益 437,600

 法人税、住民税及び事業税 182,940

 法人税等調整額 31,572 214,512

 中間純利益 223,088
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 （２）中間連結キャッシュ・フロー計算書
（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日

 至 平成19年９月30日)

Ⅰ.営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益 437,600

減価償却費 49,058

のれん償却額 10,235

賞与引当金の減少額 △ 11,437

役員賞与引当金の減少額 △ 3,400

退職給付引当金の増加額 15,150

役員退職慰労引当金の減少額 △ 45,375

商品保証引当金の減少額 △ 300

貸倒引当金の増加額 229

受取利息及び受取配当金 △ 580

支払利息 504

有形固定資産売却益 △ 190

有形固定資産除却損 250

売上債権の減少額 421,205

たな卸資産の減少額 6,423

その他流動資産の増加額 △ 5,325

仕入債務の減少額 △ 81,697

未払金の減少額 △ 7,705

未払費用の減少額 △ 10,634

その他流動負債の増加額 18,501

その他固定負債の増加額 2,570

小計 795,082

利息及び配当金の受取額 580

利息の支払額 △ 596

法人税等の支払額 △ 255,350

 営業活動によるキャッシュ・フロー 539,715

Ⅱ.投資活動によるキャッシュ・フロー

従業員貸付金の増加額 △ 7,810

従業員貸付金の減少額 5,411

有形固定資産の取得による支出 △ 3,345

有形固定資産の売却による収入 190

その他投資の取得による支出 △ 182

その他投資の売却による収入 468

 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 5,266

Ⅲ.財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純減少額 △ 20,000

親会社による配当金の支払額 △ 190,723

自己株式の取得による支出 △ 67

 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 210,791

Ⅳ.現金及び現金同等物の増加額 323,657

Ⅴ.現金及び現金同等物の期首残高 1,328,078

Ⅵ.現金及び現金同等物の中間期末残高 1,651,736
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